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テーマ No. 名前 対　象 時間数 タイトル

A01 太田 治希 日本人＋外国人 ２時間半 災害に強いまち笹川をめざして～外国人住民と一緒に考える

A02 大前 奈津香 中学部2年生 ２５時間 絵画で国際交流　～アートマイルの取り組み～

A03 加古 琢磨 高校１・２年生､留学生 ９０分 ワークショップで国際交流

A04 籠谷 美紀 小学６年生 ２０時間 多様性からより良いクラスを考えよう

A05 幸田　隆 小学６年生 ７０時間 多文化共生：　誇り・心・希望を広げよう！

A06 藤澤 陽子 高校１年生 ４時間 Me vs. Us…?? 　Me for US, Us for Me!!

A07 山口 亜紀 高校３年生 ３時間 いま、ここに、あなたといるということ

B08 青山　翔 小学校２年生 ２学期間 世界一周マラソン！若者よ大志を抱け！

B09 赤堀 育美 高校1年生～3年生 45分 文字が読めないということ

B10 阿部 梨恵 高校１年生 １５時間 未来へと繋がる教育、未来へと繋がる自分

B11 楠堂 晶久 中学校教職員 ３時間 開発教育の精神を全ての授業に～協同的に学ぶ～

B12 鈴木 智博 高校１年生 4時間 学ぶことは自分の夢を育てる～新たな自分探し発見！～

B13 西山 真友子 高校生・大学生・一般 １時間 もしも、あなたが外国で暮らしたら…

B14 星野 百合子 高等部１年生 １０時間 夢の地球学校を描こう

B-- 高田　剛 高校２年生 ２時間 ハナミズキ　～やさしさを交換しよう～

B-- 野澤 佳代 小学３年生 ２時間 知ろう・作ろう世界の人々との｢絆｣

C15 池田 美奈子 中学部1年生 31時間 Bom Dia! Brasil! こんにちは！ブラジル！

C16 榊原 智穂 高校生 １時間半 持続可能で豊かな○○

C17 鈴木 美保子 高校３年生 ４時間 遠いブラジルが身近に感じるとき

C18 森　典彦 高校２年生 ４時間 「豊かさ」と「幸せ」の条件

C19 森　律子 高校１年生 ２時間 私は幸せだよ

C20 吉原 峰代 小学3年～中学3年生 30分 おやつをとおして世界を知ろう！

C21 若林 一道 中学3年生 １時間 「しあわせ」を考えよう

D22 大橋 飛鳥 小学５年生 5時間 世界とつながるわたしたち

D23 加藤 克也 小学6年生 ２時間 学校に行きたい！行けない！～私と世界の仲間たち

D24 河合 あずさ 中学２年生 ２時間 世界旅行に出発！（アフリカ編）

D25 田口 裕晃 一般 ６時間 グローバリゼーション～くるくるまわる地球

D26 中澤 純一 中学１・２年生 ７時間 JABA心～尊重する力を育み、主体的な行動力を培う～

D27 堀　正樹 小学６年生 ６時間 世界の中の日本 ～国際社会が抱える問題を通して～

D28 前田 昌美 高校１年生 ４時間 バングラの未来　―　若い可能性をつぶすな！

E29 島田 和代 小・中・高の教職員 ２時間10分 割りばしから考える私達の課題

E30 岡田 大祐 中学１年生 ４時間＋α 食卓から世界を考える～残飯ゼロをめざせ！～

E31 瀧澤 聖治 高等部1・２年生 １０時間 食料～それは限りある資源～

E32 野村 佳世 中学２年生 ３時間 ★世界は私たちとつながっている★

E33 古屋 幸子 小学5年生 ６時間 食料問題　私たちにできること

E34 安本 和正 小学生～大人 30分～２時間 コンビニ弁当から世界を見る

E35 山西 淳子 高校1年生 4時間 アマゾンの森をテーマにした参加型の国語の授業

F36 井上 紗由里 高校３年生 ２時間 チョコレートでつながってる

F37 竹内　綾 一般 ２時間 地域でできる国際協力 イギリスの多文化なまちづくりに学ぶ

F38 諸井 法子 小学５年生 ５時間 バングラ不思議発見～ぼく・わたしたちの可能性～

F39 村山 弘子 小学３年生 １２時間 Boa tarde ブラジル～遠くて近い国　ブラジルから学ぶ～

F40 安田 なぎ子 大学１～４年生 １時間半 「私にできることはなんだろう？」

F41 山田 国枝 小学校特別支援学級 ４時間 みんな 友だち

F42 吉岡　稔 中学２年生 ２時間 多様性　～よりよいくらしをつくるガギ～

F-- 藤川 純子 大学生、一般 ２時間 やってみよう、多文化共生

※凡例
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